
参加事業所一覧
【求人区分】
学卒　－　新規学校卒業者対象求人（既卒者の応募可能求人を含む）
中途　－　中途採用者対象求人（ＵＪＩターン希望者の応募可能求人を含む）

No. 求人区分 事　業　所　名 No. 求人区分 事　業　所　名

1
学卒 中途 ㈱アイ・ディー・エム 27 中途 ㈱グローバルセンター

中途 医療法人社団聖心会　阪本病院

28

学卒 中途 医療法人　圭良会　永生病院

2 学卒 葵機工㈱ 学卒 中途 医療法人　圭良会　グループホームこんぴら

3 学卒 中途 社会福祉法人　朝日園 学卒 中途 医療法人　圭良会　通所介護いこいの家

4 学卒 ㈱味匠 学卒 中途 医療法人　圭良会

5 中途 アビリティーセンター㈱ 29 学卒 中途 社会福祉法人　弘善会

6 中途 アリコジャパン高松エイジェンシーオフィス 30 学卒 中途 コスモテック㈱

7
学卒 ㈱イケダコーポレーション 31 学卒 中途 ㈱コメリ

学卒 四国寺岡オートドア㈱ 32 学卒 中途 社会福祉法人　さぬき

8 学卒 石井事務機㈱ 33 学卒 ㈱サンエイコンサルティング（サンエイＪＵＭＢＯグループ）

9 学卒 ㈲石川農園 34 中途 三本松ロイヤルホテル（大洋商事㈱）

10 学卒 泉鋼業㈱ 35 学卒 中途 サンミート㈱

11 学卒 伊勢丸食品㈱ 36 学卒 ㈱四国中検

12 学卒 ㈱一鶴 37 学卒 四国通商㈱

13 学卒 中途 社会福祉法人　鵜足津福祉会 38 学卒 四国ドック㈱

14 中途 株式会社　エースシステム 39 学卒 四国物産㈱

15 学卒 ㈱エスビーエフ 40 中途 シノブデリカ㈱

16 学卒 中途 ㈱オールインワン 41 中途 医療法人社団　純心会　善通寺前田病院

17 学卒 ㈱香川ダイハツモータース 42 学卒 社会福祉法人　松寿会

18 学卒 中途 ㈱桂 43 学卒 中途 ㈱シロトリ

19 学卒 香川マツダ販売㈱ 44 中途 新光電装㈱

20 中途 ㈱カナック
45

学卒 医療法人社団　新進会

21 学卒 中途 ㈱川西水道機器 学卒 中途 邦友商事㈱

22 学卒 中途 社会福祉法人 観音寺福祉会 介護老人保健施設はがみ苑 46 学卒 ㈱スズキ自販香川

23 中途 社会福祉法人　木田福祉会 47 学卒 ㈲瀬戸内スイミング・スクール

24 学卒 中途 ㈱きむら 48 中途 ㈱創裕

25 学卒 協拓建設㈱ 49 学卒 ㈱大包

26 学卒 久米加石油㈱ 50 学卒 中途 学校法人　高松高等予備校
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51 学卒 ㈱タカラアイル 79 学卒 ㈱丸島ハウジングサービス

52 学卒 中途 ㈱タケダ 80 学卒 三豊証券㈱

53 中途 ㈱タダノエンジニアリング 81 学卒 ㈱三豊セゾン

54 学卒 中途 タチバナ工業㈱ 82 学卒 医療法人社団　みどり会

55 学卒 中途 ㈱中央 83 学卒 中途 みんなの笑顔応援団　有限責任事業組合

56 学卒 中途 東海工業㈱ 84 中途 株式会社　森川ゲージ製作所

57 中途 東京コンピュータサービス㈱高松支店 85 学卒 中途 ㈱ユーリックホーム

58 学卒 徳島石油㈱高松支店 86 中途 ユニードパック㈱

59 学卒 徳寿工業㈱ 87 学卒 中途 ㈱ユメックス

60 学卒 中途 特別養護老人ホーム　楽々苑 88 学卒 ㈲ヨシカワ企画

61 学卒 中商事㈱ 89 学卒 ㈱ワイジーテック

62 学卒 西野金陵㈱ 90 学卒 日生化学㈱

63 学卒 ㈱二蝶 91 学卒 中途 ㈱藤田製作所

64 学卒 日協堂医療器㈱ 92 学卒 中途 社会福祉法人 喜勝会 特別養護老人ホーム 一宮の里

65 中途 日本電通㈱高松営業所

66 学卒 ネッツトヨタ高松㈱

67 学卒 社会福祉法人　博安会

68 学卒 中途 ㈲pas a　pas

69 中途 社会福祉法人　柊会

70 学卒 中途 ㈱フォワイエ

71 学卒 富士鋼材㈱

72 学卒 藤田自動車整備工場㈱

73 学卒 ㈱藤田商店

74 中途 富士ダンボール工業㈱

75 中途 ㈱フジフーヅ

76 学卒 中途 ㈱プランナー

77 学卒 中途 ㈱ホンダ四輪販売香川

78 学卒 ㈱丸亀給食センター
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◆中途採用希望者対象

No. 事業所名 所在地 事業内容 職種
求人数
（人）

ホームページアドレス

1 デイサービススタッフ 5

2 デイサービススタッフ 5

3 介護スタッフ 2

4 職業指導員 1

5 相談員 2

6 アビリティーセンター㈱ 高松市田町 人材派遣業 オペレーション担当 1

7 アリコジャパン高松エイジェンシーオフィス 高松市番町
個人・法人の様々なリスクマネージメント及び資
産形成のプランニングをご提案

コンサルティング営業 3

8 看護職（今津荘） 1

9 看護職員（寿楽荘） 2

10 看護職（土器川タウン） 1

11 介護職（今津荘） 2

12 介護職員（寿楽荘） 1

13 生活支援員（土器川タウン） 3

14 システムエンジニア 1

15
その他の事務用機器従事者
（業務支援） 1

16 ㈱オールインワン 東かがわ市 牛用専門配合飼料の製造販売 仕入事務 1

17 一般事務 1

18 営業 1

19 ㈱カナック 高松市三谷町 設備・通信・土木工事事業 電気通信工事作業者 3 http://www.kanac.co.jp

20 設計・開発員 1

21 営業 1

22 社会福祉法人観音寺福祉会介護老人保健施設はがみ苑 観音寺市原町 介護老人保健施設 正・准看護師 2

23 社会福祉法人　木田福祉会 木田郡三木町 介護老人福祉事業 介護職員(高齢者介護) 1 http://www.kitafuku.jp/

http://www.sk-kawanishi.com

㈱桂 高松市松縄町 きもの小売業

社会福祉法人　鵜足津福祉会

㈱川西水道機器 綾歌郡綾川町 水道用管継ぎ手製造・販売

http://www.acesys.co.jp

障害者施設

社会福祉事業綾歌郡宇多津町

高松市香西南町

企業・店舗の業務改善を目的とする基幹系情報システムの受託開発/
業務用パッケージソフトウェアの企画・開発・全国販売（対象業種：介護
サービス、クリーニング、リネンサプライ、衛生サービス、運輸、飲食、
ユニフォームレンタル他）/ユースウェアサービス（ＩＴ化企画・提案・構
築・保守）/PC機器、ソフトウェアの販売

木田郡三木町

http://www.utazufukushikai.or.jp/

参加事業所求人情報目次

㈱アイ・ディー・エム

社会福祉法人　朝日園

http://www.idm-hcg.co.jp

http://www.asahien..or.jp

高松市桜町 高齢者介護

株式会社　エースシステム
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◆中途採用希望者対象

No. 事業所名 所在地 事業内容 職種
求人数
（人）

ホームページアドレス

参加事業所求人情報目次

24 精肉部正社員 2

25 青果部正社員 2

26 鮮魚部正社員 2

27 ㈱グローバルセンター 高松市番町 不動産賃貸業 ルームアドバイザー（賃貸営業） 2

28 看護師（永生病院・病棟） 2

29 看護師（通所介護いこいの家） 2

30 看護師（永生病院・外来） 1

31 准看護師（永生病院・病棟） 2

32 准看護師（永生病院・外来） 1

33 准看護師（通所介護いこいの家） 2

34 介護福祉士（永生病院） 2

35 介護福祉士（グループホームこんぴら） 2

36 介護福祉士（通所介護いこいの家） 2

37 介護福祉士（サンライズこんぴら） 1

38 介護人（永生病院） 2

39 介護人（グループホームこんぴら） 2

40 介護人（通所介護いこいの家） 2

41 介護人（サンライズこんぴら） 1

42 臨床工学技士 1

43 社会福祉法人　弘善会 高松市前田西町 精神身体の援助や介助 看護師 2 http://www.kouzenkai.jp

44 コスモテック㈱ 善通寺市弘田町 合成樹脂フィルムの印刷・加工・販売 営業員 1

45 ㈱コメリ 岡山県岡山市 金物・工具・資材・園芸用品販売 販売員 5 http://www.komeri.com

46 社会福祉法人　さぬき 高松市宮脇町 老人介護サービス業 介護職員 3 http://www.sanuki-sha.or.jp

http://www.skimura.jpスーパーマーケット

医療法人　圭良会　
一般病棟・介護療養型病棟・透析・介護事
業･グループホーム・小規模多機能型居宅
介護施設

㈱きむら 高松市太田上町

仲多度郡まんのう町
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◆中途採用希望者対象

No. 事業所名 所在地 事業内容 職種
求人数
（人）

ホームページアドレス

参加事業所求人情報目次

47 社会福祉法人　さぬき 高松市宮脇町 老人介護サービス業 登録ヘルパー 5 http://www.sanuki-sha.or.jp

48 三本松ロイヤルホテル（大洋商事㈱） 東かがわ市 ホテル・宴会場・レストラン 料飲課スタッフ 1

49 開発・品質管理者 1

50 営業事務 1

51 機械オペレータ（製造工） 1

52 店長・マネージャー候補 1

53 製造管理職 1

54 商品開発 1

55 品質管理 1

56 正看護師（病棟） 3

57 正看護師（外来） 3

58 准看護師（外来） 3

59 薬剤師 2

60 正看護師（ねんりん荘） 3

61 准看護師（ねんりん荘） 3

62 介護福祉士 3

63 ケアマネージャー 1

64 正看護師
（介護老人保健施設　あいあい荘） 2

65 准看護師（あいあい荘） 2

66
理学療法士
作業療法士（あいあい荘） 2

67 ケアマネージャー（あいあい荘） 2

68 介護職員（こくぶんじ荘） 3

69 准看護師（こくぶんじ荘） 1

食品の製造及び販売

内科・小児科・皮膚科・放射線科・呼吸器
科・人工透析・アレルギー科・リハビリテー
ション科を有する病院、介護老人保健施設、
在宅総合ケアステーション、グループホーム

食品製造

医療法人社団　純心会　善通寺前田病院 善通寺市中村町

シノブデリカ㈱

サンミート㈱ 三豊市詫間町

観音寺市柞田町
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◆中途採用希望者対象

No. 事業所名 所在地 事業内容 職種
求人数
（人）

ホームページアドレス

参加事業所求人情報目次

70 医療法人社団　純心会　善通寺前田病院 善通寺市中村町
内科・小児科・皮膚科・放射線科・呼吸器科・人工透析・アレルギー科・リハビリ
テーション科を有する病院、介護老人保健施設、在宅総合ケアステーション、グ
ループホーム

正看護師（こくぶんじ荘） 1

71 営業 2

72 機械オペレーター 1

73 新光電装㈱ 丸亀市飯野町
四国電力㈱の各発電所における電気・計装設備の施工・点
検及び産業用自動制御システムの設計・施工・保守 機械設計技術者 1 http://www.shinkodenso.co.jp

74 看護師（病棟） 3

75 看護師（外来） 1

76 准看護師（病棟） 3

77 接客及び店舗運営 3

78 接客・調理・店舗運営 3

79 学校法人　高松高等予備校 高松市桜町 予備校 教員 8

80 販売 1

81 販売 1

82 ㈱タダノエンジニアリング 高松市新田町 機械設計・製作 マニュアル制作業 1 http://www.tadanoeng.co.jp

83 船舶職 2

84 土木技術職 3

85 機械電気技術職 1

86 ㈱中央 高松市松縄町 一般給食弁当の製造販売 営業職 2

87 営業員 1

88 一般事務員 1

89 プログラマー 1

90 システムエンジニア 1

91 介護職員 2

92 看護師 2

タチバナ工業㈱ 高松市城東町

特別養護老人ホーム　楽々苑 綾歌郡綾川町

東海工業㈱ 綾歌郡綾川町 仮設建物部材製造業 http://tokai-factory.co.jp/kogyo/

http://www.shirotori.jp
紙器パッケージ・一般美術印刷・スクリーン
印刷

公衆浴場の経営 http://www.souyu.co.jp

http://www.idm-hcg.co.jp/sakamoto/

東京コンピュータサービス㈱高松支店 高松市紺屋町 アプリケーション開発

㈱シロトリ 東かがわ市伊座

㈱タケダ 高松市松島町

医療法人社団聖心会　阪本病院

㈱創裕 高松市朝日新町

海洋土木を主体とした一般土木

店舗設計・施工・不動産業

老人福祉事業

病院東かがわ市川東

http://www.tcs-ipnet.co.jp

http://www.tadanoeng.co.jp

http://www4.ocn.ne.jp/~rakuraku/
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93 日本電通㈱高松営業所 高松市塩上町 ネットワークのコンサルティング ルート営業 3 http://www.nihndentsu.com

94 ㈲pas a　pas 善通寺市与北町 洋菓子製造・販売 洋菓子製造（パティシエ） 1 http://p-morin.jp

95 介護職員 5

96 看護師 2

97 生活相談員 2

98 介護職員 3

99 看護師 2

100 介護職員 2

101 ㈱フォワイエ 高松市瓦町 服飾販売 販売 3 http://www.foyer.co.jp

102 富士ダンボール工業㈱ 東かがわ市
ダンボールケース及び特殊三層段ボール製
造

営業部員 1 http://www.fujidanball.co.jp

103 事務職 1

104 企画開発・販売促進 1

105 品質管理 1

106 介護福祉士 7

107 正看護師 1

108 邦友商事㈱ 高松市三名町 医療介護事務に付随する業務 管理栄養士 1

109 営業職 3

110 営業職 3

111 サービス職 5

112 営業 1

113 パソコンオペレーター 1

114 一般事務 1

115 株式会社　森川ゲージ製作所 木田郡三木町
1.船舶用ｴﾝｼﾞﾝ機器　2.油圧・空圧および水圧機器　3.建設機械用部品の設計・開
発・製造を主業としておりますが、他にも食品加工機械、各種ﾛﾎﾞｯﾄ、環境機器、
健康食品など社会に役立つ創造性豊かな製品の開発に挑戦しております。

機械技術者 2 http://www2.netwave.or.jp/~mgw-h-hm/

㈱フジフーヅ さぬき市

http://www.planner-kagawa.co.jp㈱プランナー 丸亀市川西町
老人福祉施設等の運営及び居宅介護サービス
の提供、身体障害者の児童デイサービスの提供

㈱ホンダ四輪販売香川 高松市春日町

餃子、焼売、春巻等中華惣菜の製造販売。
冷凍うどんの製造販売。

http://www.fujifoods-ruchan.co.jp/

社会福祉法人　柊会 高松市国分寺町 老人福祉施設の運営

高松市屋島西町 人材育成業

ホンダ新車販売・中古車販売

みんなの笑顔応援団　有限責任事業組合

http://honda-4rh-shikoku.com
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◆中途採用希望者対象

No. 事業所名 所在地 事業内容 職種
求人数
（人）

ホームページアドレス

参加事業所求人情報目次

116 ㈱ユーリックホーム 高松市木太町 不動産及び建設業
企画営業及び
インテリアコーディネーター 1 http://www.yurick.co.jp

117 製袋機オペレーター 1

118 業務（生産管理） 1

119 ㈱ユメックス 高松市三谷町 不動産・新築・増改築 営業・技術営業ハウジングアドバイザー 1 http://www.yumex-g.co.jp

120 ㈱藤田製作所 三豊市三野町
マシニングセンター等のワークの取付け取外し。旋盤
加工、フライス加工など。 機械加工 1

121 正看護職員 2

122 介護職員 1

ユニードパック㈱ 仲多度郡まんのう町 プラスチック包装資材の製造販売

社会福祉法人 喜勝会 特別養護老人ホーム一宮の里 高松市一宮町
特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサー
ビス、ホームヘルパー訪問介護、老人介護支援
センター、居宅介護支援事業所の運営

6
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